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4. みんなのためになるか どうか
池田ＰＰありがとうございました！

鳴海直前会長

鳴海直前会長、2 年間お疲れさまでした！

会長挨拶

江上会長

本日のお客様
第 2790 地区第 3 グループ
ガバナー補佐
千葉ロータリークラブ
会 長
幹 事
新千葉ロータリークラブ 会 長
幹 事
千葉西ロータリークラブ 会 長
幹 事
千葉中央ロータリークラブ 会 長
幹 事
千葉幕張ロータリークラブ 会 長
幹 事
千葉若潮ロータリークラブ 幹 事
第 3 グループガバナー補佐担当

清田
櫻井
國吉
宮嶋
片岡
今野
本橋
須藤
木頭
宮本
永野
浅野
大野

浩義様
守 様
晃甲様
康明様
雄彦様
文明様
和也様
憲一様
孝男様
和夫様
知英様
賢一様
雅章様

千葉東ロータリークラブ今年度会長を務めること
になりました江上と申します。どうぞよろしくお願
いします。
本日は、
2021-22 年度の初例会で清田ガバナー補佐
をはじめ、第三グループのクラブ会長、幹事の皆様
ご出席ありがとうございます。

私は、会長になって初めて例会で不慣れですのでか

義な活動となりますよう、ご指導、ご協力をよろし

なり緊張しております。お聞き苦しい点などありま

くお願いします。

したらご容赦をお願いします｡

これから始まります 2021-22 年度のこの一年間

5 年前、私が 60 歳の還暦を向かえた時に自分自

本日ここにご列席の皆様方のロータリー活動が有

身の変化を求めてロータリーに入会することにい

意義なものとなることを願いまして私の挨拶とさ

たしました。ロータリーがどのような組織でどのよ

せていただきます。本日はありがとうございまし

うな活動をしていることなど、何もわかりませんで

た。

したので、当クラブ前会長の鳴海さんと仕事の関係
でお付き合いがありましたので、鳴海さんにロータ

地区役員委嘱状授与

リーについて尋ねたところ、直ぐに本日のこの会場
での例会に参加することになりました。月初めの例
会で、日の丸が掲揚されていて君が代から始まった
のが日本人としてとても印象的で好感が持てまし
た。千葉東ロータリークラブが月曜日の夜例会でし
たので、これなら参加できると思い入会することを
決めました。60 歳になってから入りましたので例
会に参加することが意義あることで、その他のイベ
ントなどには仕事上なかなか参加できないできて
いました。 この度は、会長との推薦をいただき、ロ
ータリーについての知識も経験もないので、自分自
身会長が務まるか自信は全くなかったのですが、お
断りする理由もなく、良い経験が出来るのであろう
と自分自身に期待をして、お引き受けしました。お
引き受けしたからには、この一年間、会長職をまっ

清田ガバナー補佐より授与いただきました

米山記念奨学委員会 委員

加藤隆 PP

RYLA 委員会

鳴海寿裕 PP

委員長

とうしなければと自分自身に負荷を掛けて自分自
身を奮い立たせています。
先週の 7 月 1 日から第三グループ各クラブの初例
会に出席させていただいています。同じロータリー
クラブの同じ内容の例会でも各クラブでちょっと
ずつ違いがあり、各クラブの工夫があり、個性があ
ります。各クラブの良いところは我がクラブに取り
入れて少しでもよりよくしていきたいと思いまし

新入会員入会式

た。 本日ご出席いただきました清田ガバナー補佐、
各クラブの会長、幹事の皆様との交流により、当ク
ラブの活性化がはかれますヒントなどが得られれ
ばと思っております。また私自身、少しでもロータ
リアンとして成長が出来ればと思っておりますの
で、ご指導ご鞭撻をよろしくお願いします。
この一年間、例会、理事会、炉辺会議、また委員
会活動やゴルフコンペ、ボーリングなどのクラブ活
動を行っていくことで、会員同士の親交を深め信頼
関係、絆が深まっていくのだと思っていります。千
葉東ロータリークラブの会長経験者 PP 会の諸先輩、
会員の皆様、まずは出席、参加していただき、有意

西田貴一郎と申します。今年で 52 才となります
会社は 9 年目で人材採用コンサルを生業として

おります。まだまだ若輩者ではございますが

清田ガバナー補佐挨拶

皆様のお役に立てるよう頑張って参ります。
宜しくお願い致します！
西田会員、入会おめでとうございます！
これからも、宜しくお願いします

幹事報告

坂下幹事

ガバナー補佐拝命しました千葉ＲＣ清田浩義です
一年間お役に立てるように精一杯頑張っていきた
いと思いますので、宜しくお願い致します。千葉東
ロータリークラブ初例会ということで、江上会長、
坂下幹事おめでとうございます。また、クラブの皆
様に於かれましてもこれから一年新たな素晴らし
いスタートになりまようお祈り申し上げます。今日
も第 3 グループ会長、幹事とともに昼夜一緒に各ク
ラブを巡り歩くなか、この一年ガバナー補佐とは如
幹事を務めさせていただきます、坂下です。

何なる役割であるか考えてみますと私なりには各

一年間宜しくお願い致します。

クラブが活性化し有意義なクラブ活動が出来るよ

清田ガバナー補佐、各クラブ会長、幹事の皆様

うにお手伝いえをすることが役割と考えます。ガバ

本日は初例会にお越しいただきありがとうござい

ナー補佐は地区の所属になります、地区にはいろい

ます。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

ろな委員会があり役割は、各クラブを支援するため

幹事報告させていただきます。

に委員会があると言っても過言ではありません。

1. 日程確認

ガバナー補佐の役割は各クラブの為に地区とのパ

7/12 各委員会新年度方針発表

イプ役となり、江上会長が言われたように「クラブ

7/19 清田ガバナー補佐訪問

を元気にする」為のお手伝いがどのように出来るか

8/2

が役割だと思っております。

梶原ガバナー公式訪問

8/21 納涼家族例会（ニューオータニ幕張）
2. 第 3 グループ合同プロジェクト
① 9 月 12 日（日）環境保全プロジェクト
稲毛海浜公園 いなげの浜（海岸清掃）
AM9:00～11:00
雨天予備日 10 月 2 日（土）
② 10 月 24 日（日）世界ポリオデー
地区では成田山新勝寺にて護摩祈祷
第 3 グループでは、千葉神社にて祈祷実施
詳細は別途案内致します。
同日ポリオ撲滅トレインジャック実施

一年のお付き合いとなりますので、楽しく皆様と懇
親を深めご一緒に活動していきたいと思います。
今年一年宜しくお願い致します。

千葉西ＲＣ今野会長挨拶

千葉西ＲＣ会長を拝命致しました今野文明と申し

千葉若潮ロータリークラブ

ます。江上会長、坂下幹事ご就任ならびに初例会

江上会長、坂下幹事今年度よろしくお願いし

おめでとうございます。

ます。

千葉東ロータリークラブには、加藤ＰＰ、宍倉ＰＰ、

江上会長

池田ＰＰ名前を挙げればきりがないくらい素晴ら

本日は、清田がバナー補佐、各クラブの会

しい大先輩と、日ごろより親しくさせていただいて

長、幹事の皆様ご出席ありがとうございま

いる忘れてはならない鳴海直前会長、コロナ禍 2 年

す。

間も会長職大変お疲れさまでした。この厳しいコロ

武田会員

ナ禍で、もう収束するであろうと思いながら振り回

江上会長、坂下幹事の出航をご祈念いたしま

されてきましたが、我が千葉西ロータリークラブの

す。

今年度テーマは「豊かな心をもとう、今こそ絆」と

宍倉会員

しました。千葉東ロータリークラブの皆様とも絆を

この一年共に頑張りましょう。

もった 1 年になればと思っております。一年間宜し

田中会員

くお願い致します。

今年度初例会お疲れさまでした。
千田会員

ニコニコ BOX 報告

江上会長、坂下幹事お体に気をつけて一年間

第３G 清田ガバナー補佐

を

江上会長坂下幹事ご就任おめでとうございます

無事にお過ごし下さい。頑張ってください。

千葉東ロータリークラブの皆様１年間どうぞ

鳴海会員

よろしくお願いします。

江上会長、坂下幹事、江上年度初例会おめで

千葉ロータリークラブ

とうございます。

江上会長、坂下幹事初例会おめでとうござい

坂下会員

ます。一年間のご活躍をお祈り申し上げま

清田ガバナー補佐、各クラブの会長・幹事の

す。

皆様、本日はありがとうございました。

新千葉ロータリークラブ

一年間どうぞ宜しくお願い致します。

初例会おめでとうございます。１年間宜しく

手塚会員

お願い致します。

SAA 頑張りますので、一年間宜しくお願い致

千葉西ロータリークラブ

します。

江上会長、坂下幹事ご就任並びに初例会の開

寺谷会員

催誠におめでとうございます。

会長、幹事をお支えします。

千葉東ロータリークラブの更なる発展をお祈

合計 114,000 円

申し上げます
千葉中央ロータリークラブ
江上会長、坂下幹事、初例会おめでとうござ
います。１年間宜しくお願い致します。
千葉幕張ロータリークラブ
江上会長、坂下幹事初例会おめでとうござい
ます。一年間宜しくお願い致します。
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